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川崎北ロータリークラブ会報川崎北ロータリークラブ

第2991例会 令和4年9月21日（水）
（本年度第10回）

点　鐘 横山芳春 会長

司会と斉唱 松山直樹 副会場監督
松下幸夫 ソングリーダー
　「それでこそロータリー」

出席報告 生垣繁 出席委員
会員数48名 出席32名 欠席16名

（対象外5名） 出席率74.41%

前々回訂正 欠席20名 MAKE UP 3名

（対象外7名） 訂正出席率75.61%

お客様紹介 横山芳春 会長
学校法人成城学園 理事長・学園長　油井雄二 様
川崎西 RC　武田和浩 様
川崎西 RC　松田孝子 様
川崎西 RC　毛木　徹 様
川崎中原 RC　小林正樹 様
妻鹿会員ゲスト　加藤博丈 様
米山奨学生　毛　雲帆 様
谷口幹事令夫人　谷口雅子 様

奨学金贈呈 横山芳春 会長
横山芳春会長より、毛  雲帆（モウ ウンホ）さんへ、米山記
念奨学金の贈呈が行われました。毛さんからは、東洋大学大
学院に合格したことがご報告されました。

会長報告 横山芳春 会長
1.  会長幹事会報告

先日行われた第 2 グループの会長幹事会において、クラブ
合同例会を来年の 1 月末か 2 月頃に開催しましょうとい
うことになりました。スケジュールは、各クラブ調整の上、
行う予定になっておりますので、ぜひご参加ください。

幹事報告 谷口一成 幹事
1. 地区からの来信

①  地区大会のご案内ほか、関係資料が届いております。
日時：2022 年 11 月 11 日（金）点鍾 14：00
　　　　　　　11 月 12 日（土）点鍾 12：30
場所：パシフィコ横浜 会議センター
※ 3 年ぶりに RI 会長代理をお迎えし、ガバナーテーマ、

「ロータリーの再生～新たな挑戦」の下、平和と環境に関
する講演やシンポジウムが企画されています。詳細はパ
ンフレットをポスティングしましたのでご覧ください。
※本日より、出欠の確認をとらせていただきます。皆様
のご参加をお待ちしております。

② 地区ロータリー財団セミナー開催のご案内が届いております。
日時：2022 年 10 月 13 日 ( 木 )15：00 ～ 17：30

場所：メモワールプラザソシア 21
※横山会長、クルーズ R 財団委員長、ご出席をお願いい
たします。

③ RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パートⅡ 
　開催のご案内が届いております。

日時：2022 年 10 月 16 日 ( 日 ) 9：00 ～ 17：00
場所：聖光学院中学校高等学校
参加費：3,000 円（当日徴収）
申込：ウエブサイトより　締切：10 月 11 日 ( 火 )

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎 RC
　9 月 22 日、10 月 13 日、11 月 3 日（木）　休会

3.  他クラブ会報の回覧
川崎中原 RC

委員会報告
大塚正一 地区公共イメージ委員長

① １0 月 23 日（日）13 時～ 16 時、桜木町駅前広場において、
ポリオ根絶イベントを開催します。
② RLI のご案内が地区から届いております。

クルーズ由美子 ロータリー財団委員長
10 月から寄付金を集めていく予定ですが、例年通り、年次
寄付 150 ドル、ポリオクラスで 30 ドルです。今年はロー
タリーレートが 1 ドル 139 円で来ていますが、10 月のレー
ト発表次第では 26,000 円以上、場合によっては 27,000 円
になるかもしれませんのでご協力お願いします。

石坂想 米山記念奨学委員長
来月は米山月間でございまして、例年通り来月皆様に寄付
のお願いをしてまいりますのでよろしくお願いします。
また、10 月 19 日は奨学生の毛さんの卓話を予定しており
ますので、こちらのほうも皆様お楽しみください。

ロータリーの友誌紹介 野口隆一 雑誌広報担当委員
9 月号では、ロータリー希望の風奨学金という制度について
紹介しております。これは東日本大震災の遺児に、大学もし
くは専門学校などへ進まれた方への返還不要の奨学金です。
寄付金が不足すると、途中で奨学金の減額もしくは奨学生の
募集を停止するとなっておりますので、寄付の先として検討
いただけたらと思っております。

卓話
学校法人 成城学園 
理事長・学園長　油井 雄二 様

成城学園の成り立ち
創設者の澤柳政太郎先生は、
1865 年に松本の下級藩士の家
に生まれます。当時の一中な
どを飛び級して東京大学に入
学し、卒業後は文部省に務め、
局長、次官として義務教育制
度の充実に貢献されました。



その後、京都帝大と東北帝大の総長を歴任し、大正自由主義
教育運動のリーダーの 1 人としても大変活躍されました。
官僚として日本の教育制度の充実に貢献しながら、本物の教
育から少しずれているんじゃないかと考えていたときに、成
城中学の校長として招聘され、小学校を作ることを条件に引
き受けられました。この小学校が成城学園のルーツとなります。
成城小学校の教育方針
設立の趣意書に四綱領という基本方針が書かれていました。
①個性尊重の教育
我々が今思う個性尊重とはちょっと違い、天分を生かすと同
時に能力応じた教育を行うという教育をされました。
②自然と親しむ教育
都会育ちのひ弱な子供を鍛えるため、林間学校を実施。この
伝統は現在も受け継がれています。
③心情の教育
教師と子供は一人の人間として対等であり、上から押し付け
るような教育をしてはならない。また、本物に触れる機会を
大事にし、芸術教育にも力を入れています。
④科学的研究を基とする教育
先生の個人の体験で教えてはいけない。研究に基づいた教育
をしようということです。
砧村大字喜多見に移転
小学校開設から 5 年の 1922 年、開設時に入学した子供が、
中学に進む年齢になる時に中学校が開設されます。翌 1923
年に関東大震災が発生。手狭になってきたこともあり、1925
年に北多摩郡砧村大字喜多見に移転されました。当時は武蔵
野の雑木林だったところを、一部篤志家の寄付などで購入し
造成を行い、敷地の一部を保護者に販売するなど、ディベロッ
パーのような手法で学校を作っていきました。
学園の発展
1925 年に幼稚園、1926 年に中高一貫の 7 年制高校、1927
年に高等女学校が開設されます。戦後の学生改革で新制の学
校に変わり、1950 年に成城大学が誕生しました。経済学部と
理学部で出発したのですが、理学部は経営難により数年で閉
鎖。1954 年に短期大学、バブル期にはアルザス成城学園も開
設しましたが、現在は閉校されています。
現在は大学・大学院、中学校高等学校、初等学校、幼稚園で、
生徒数は約 8,000 人。すべての学校が 1 つのキャンパスにあ
るのは、23 区内では成城だけというのが大きな特徴です。
成城教育の特徴
・一人ひとりを大事にする教育
自分の個性だけではなく、相手の個性をお互いに尊重する。
・自学自習
文科省などが推し進めるアクティブ・ラーニングや PBL、探
求学習などがありますが、成城学園にとっては当たり前のこ
とで、100 年前に目指した教育が今求められていると考えます。
・情操・教養教育の伝統
同じ学年での子供同士でつながるとともに、上級生・下級生
との縦のつながりというのを非常に大切にしています。
学校劇、学芸会というのは成城学園が発祥の地といわれてい
ますし、学校に図書室を設けるというのも成城です。学校全
体での音楽祭だとか、そういう試みをずっと続けております。
これからの社会と求められる力
これからの社会とは、前例のない社会だ、不確実だ、などと
言われています。しかし、少子化だけは確実に進んでいます。
これは社会的にものすごく問題であると同時に、学校にとっ
てもマーケットが小さくなるという非常に大きな問題です。
また、グローバル化や情報化なども進んでいきます。
そうした中で、今の教育は何を求められているかを考えると、
前例に頼って解決していくことはできなくなるわけですから、

「自分で考える力」。皆様の会社でも社員の方に、何が問題か
自分で考えろということを教えていると思うのですが、学生
時代からしっかりと習慣づける。次に「変える力」。これは渡
文明さんという私の前の理事長がどうやって学校時代に身に

着けていくかが大切だとおっしゃっていました。そして「コ
ミュニケーション能力（聞く力、話す力）」。これもをしっか
りと学生時代に身に着けるということだと思います。
実は 100 年前と今は非常によく似ている。100 年前はスペイ
ン風邪に第一次世界大戦。澤柳先生は当時、青年は独立独行、
自分の力で進むべき方向を定め、その進むべき道を行き、そ
の開くべき荊棘を自分の力で切り開いていかなければいけな
い、そういう気概を持てということをおっしゃっているので
すが、我々もそれを胸に秘めて進んでいきたいと思います。

ニコニコリポート 米山元章 副会場監督
川崎西 RC　武田和浩 様、松田孝子 様、毛木徹 様

お世話になります。
川崎中原 RC　小林正樹 様

柳沢先生、この度は誠にありがとうございました。心より厚く
御礼申し上げます。感謝。
本日はメークアップさせていただきます。貴クラブの皆様方に
は日頃よりお世話になり、深く感謝申し上げます。

横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
先週は箱根での移動例会が行われました。参加された方はお疲
れ様でした。今回は参加者が少なく少し淋しかったので次回は
より多くの会員の参加を期待します。
本日は学校法人成城学園 理事長・学園長の油井先生の卓話で
す。油井先生よろしくお願いします。また川崎西 RC から多く
のゲストが来会しています。例会を楽しんでください。

会員増強（職業分類）委員会：佐久間馨 君、鈴木拓朗 君
久しぶりの参加になります。よろしくお願いいたします。本日、
会員増強委員会 第 1 回会合を飯塚会員のお店で行います。

プログラム委員会：谷口一成 君
本日は学校法人成城学園 理事長・学園長の油井先生に卓話を
お願いしました。油井先生、川崎北 RC へようこそいらっしゃ
いました！
油井先生には創立 100 周年を迎えた成城学園について卓話を
していただきます。油井先生よろしくお願いいたします。

ビール同好会：柳澤信夫 君、戸川俊雄 君、洪征治 君、
生垣繁 君、大部哲也 君、宮崎秀樹 君

台風一過、すっかり秋になりました。今日の成城学園理事長の
油井様のお話、楽しみにしております。

戸川俊雄 君
移動例会お疲れ様でした。お世話になりました。ありがとうご
ざいました。

横山芳春 君、谷口一成 君、大塚正一 君 君
先日飲み会の残金をニコニコへ入れます。

峯岸雅宏 君、丸山久 君
先週の移動例会お疲れ様でした。

社会奉仕委員会：半澤剛 君
成城学園理事長 油井様、卓話楽しみにしております。
川崎西 RC の武田様、松田様、毛木様、川崎中原 RC の小林様、
谷口幹事令夫人、加藤博丈様、ようこそいらっしゃいました。
米山奨学生 毛さん、元気でしたか？

吉田明宏 君、武田信平 君
先々週の 10 日、フロンターレは 2 位のサンフレッチェ広島と
戦い、4 対 0 で快勝しました。中 3 日後の 14 日にアウェイで
名古屋グランパスと戦い、61 分に先制するも 74 分に返され、
1 対 1 で引き分けました。さらに中 2 日後の 17 日にアウェイ
で柏レイソルと戦い、38 分に先制するも 63 分に返され、これ
も 1 対 1 の痛い引き分けとなりました。連戦の疲れから、先制
するものの追い付かれる試合が続いております。次節は 2 週間
後のアウェイの札幌線です。コンディションを万全にして解消
してほしいと願っています。

SAA：朝山浩 君、米山元章 君、松山直樹 君、高橋純司 君
①油井雄二様、本日の卓話よろしくお願いいたします。
②今年度はニコニコ基金の積み立てが重要な年です！会員の皆

様、ニコニコ基金へのご協力を SAA 一同お待ちしております。
本日 累計

ニコニコリポート 35,000円 333,000円
ニコニコボックス 0円 0円




